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7月の例会 

 

✦キックオフ例会 『もう一歩前へ』 

7月１１日（木） １８：００～ 

  キッピーモール６Ｆ会議室３ 

 例会 ドライバー 松本 文男 

開会点鐘 安行 暁子会長 

礼拝 末岡 成夫牧師 

閉会点鐘 会長 

 その後、神鉄で『三田ホテル』へ移動 

  ビアガーデンにてキックオフの集い 

  食前感謝 杉村 肇メン 

  会食・懇談 

  諸報告  会長・ＹＭＣA 

  会費  ３，９００円  

 

✦7月第 2例会 7月 25日（木）１９：００～ 

キッピーモール６Ｆ 会議室 

 

 

 

 

今後の予定 

 

 

今後の予定 

 

✦8月第 1例会（花火例会） 

≪六甲部長公式訪問≫ 

例 会 8月３日（土） １７：３０～ 

於 『ロカマドール』 079-565-３５５５ 

興聖寺（高次）へ移動 

演奏会 １９：００～ 奏者交渉中 

花火観賞 ２０：００～ 

  

✦六甲部 8 クラブ納涼会  8月 21日（水） 

  於 ニューミュンヘン 

参加希望者は会長へ申し込んでください 

 

✦8月第 2例会 8月２２日（木） １９：００～ 

 キッピーモール６Ｆ 会議室 

 

✦かるがも園夏まつり支援 

８月２４日（土） １６：００～１７：４５ 

から揚げとポテトフライ 

 

 

 

 

さんだワイズメンズクラブ 

〒669-1512 

三田市高次２－４－３８ 

      安行英文 

会長主題：『もう一歩前へ！』 

』 

No.27-01  July  2019 

 

 
国 際 主 題：『Building today for a better 

                               Tomorrow』 

『より良い明日のために今日を築く』 

ア ジ ア 主 題：：『アクション』 

西日本区主題：『風となれ、ひかりとなれ』 

六甲部主題：『スピンスネーカーの帆に、 

風を集めて』 

 

』 

 

会 長：安行 暁子 

副 会 長：杉村 肇 

書 記：松本 美耶子 

会 計：竹内 一夫 

会計監査：清水 浩一 

連絡主事：齊藤 靖 

ブリテン：松本 文男 

6 月のデータ（在籍者 10 名） 

  出席 ８名 出席率 80％ 

  ゲスト 7 名 

 

 

今月の聖句 

「あなたの道を主にまかせよ。信頼せ

よ、主は計らい」 詩編 37 編 5 節 
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もう一歩前へ！ 

会長 安行 暁子 

長年メネットとして、ここ数年はメンとして

主人をサポート？しながら、どちらかと言え

ばお気楽にワイズ生活を送ってきました。そ

んな私に会長が務まるのだろうかと、気持ち

がまだまだ追いついていないのが正直なと

ころではありますが、皆様のお力をお借りし

にす。どうぞよろしくお願いいたします。 

一度は先行きに不安を感じた我クラブで

すが、昨年は竹内ご夫妻が入会してくださっ

たのを機に見事！？に息を吹き返しました。 

そこで今年度の会長主題は《もう一歩前

へ！》です。 

少ないメンバーですので大きな飛躍はな

かなか難しいかもしれませんが、メンバー1人

1 人がワイズ活動のあらゆる場面で、充実感・

満足感・達成感が持て、何より楽しく活動する

こと。そして、いつも一歩前にの気持ちで活

動に取り組める元気なクラブを目指したいと

思っています。 

主な活動は昨年度までの継続事業となり

ますが、それに加えて公開例会を持つなど

地域へのアピールにも努め、新メンバーの獲

得につながればと思っています。力不足の私

ですがどうぞよろしくお願いいたします。 

さあ、今年もワイズライフを楽しみましょ

う！ 

 

6月第 1例会（ホタル例会）報告 

5月 28日（火）はあいにくの雨空でしたが、

ゲスト 7名と、16時より県立『人と自然の博物

館』 セミナー室で、主任研究員八木剛氏の

ホタルの楽しい話を聞くことできました。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その後、興聖寺で参加者一同美味しいお弁

当をいただきながら、安行英文会長からお寺

に関する興味深い話を伺いました。 

                           

6月第 2例会報告 

 

6月 13日（木）19：00～20：50 

三田市民センター会議室 

出席者 安行（英）、安行（暁）、杉村、 

竹内（一）、竹内（路）、松本（文）、松本（美） 

協議事項 

① キックオフ例会について 

 7月 11日（木）18：00～18：30 キッピー6階

会議室 3 

末岡牧師の奨励による礼拝後、三田駅より

電車で三田ホテルビアガーデンへ  

19：00予約 9名 予約券 一人 3,900円 

安行（英）・清水メンは直接三田ホテル 

② 花火例会について 

 8月 3 日（土）六甲部部長公式訪問（キャビ

ネット 2名随行） 

 例会会場として「ロカマドール」17：30予約 

 19：00～20：00 演奏 奏者交渉中 

 20：00～ 花火観賞  

・チラシを 7/6（土）の評議員会に間に合うよ

うに清水メンに依頼   

・会費は 500円 

・飲み物準備 

③ バレンタインコンサートについて 

2020年 2月 16日（日）に決定  

会場 三田郷の音 アクトスクウェア-  
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 開場 14：00  開演 14：30   

メンバー集合 13：00 

チケット代金は 1,200円とする 

コンサート内容候補としてマリンバ 

チラシは清水メンに依頼 

④ その他 

♦西日本区大会 杉村メン出席 

さんだクラブより 24,000円拠出 

♦かるがも園夏まつり支援  

実行委員会（6/6木）に安行暁子メン出席 

 ・夏まつり 8 月 24 日（土）開会式 16：00  

17：45終了 

 ・参加者 昨年 259名 今年度の数は 7月

19日の締切後判明 

 ・内容 から揚げとポテトを一緒に入れた

ワンカップ  

・その日取りやめの場合は翌日、翌日取り

やめの場合は中止 

 ・出席予定者 安行（英）、杉村、竹内（一）、

竹内（路）、清水、齊藤 

 ・仕入れは当日 から揚げ→安行  

        ポテト→竹内 

 ・出席者は検便 

♦１０月例会のチラシ案 竹内（一）メン 

別紙 3枚 

 来月例会に修正したものを提示 

♦2020 年度ブリテン掲載年間聖句、末岡牧師

より送付あり。 新会長に挨拶文依頼 

♦例会予定 

7/6 評議員会 岡本ドンク   

7/25 第 2例会   

8/3 花火例会  

8/21 六甲部 8クラブ納涼会 

ニューミュンヘン  

8/22 第 2例会  

8/24 かるがも園夏まつり  

9/12 第 1例会  9/26 第 2例会   

10/11 第 1例会（スピーカー）  

10/24 第 2例会   

１１/4 チャリティラン 11/14 第 2 例会  

11/23 もりもりおもちゃ箱 

12/14 クリスマス例会  

12/26 第 2例会（忘年会） 

（松本 美耶子） 

（ 

西日本区大会に参加して 

                            

杉村 肇 

今年の「第２２回西日本区大会」は、６月２１

日（金）～２４日（日）、部としては西日本区で

一番元気な京都部の主催で、京都で行われ

ました。 

あいにく所要があって出席できなかった

安行会長の代理として、西日本区大会行事の

中で、大会の花とも言える、最も大事な「バ

ナーセレモニー」を欠席しない為、参加して

来ました。 

大会の幕開けを飾る「バナーセレモニー」

は、「ロームシアター京都」というどでかいホ

ールで、趣向を凝らして行われ、圧巻でした。 

プログラム通りに大会は進行し、部長報告

では、瀬戸山陰部の三宅部長の赤裸々な部

の実態報告、六甲部への編入の失敗の反省

と六甲部への陳謝が印象的でした。太田部長

の報告は一番詳細な報告の様でした。 

「新生ワイズ起こし運動」が力強くアピー

ルされ、西日本区の２０２２年に２０２２人のメン

バーを、と熱い呼びかけがなされました・ 

懇親会は、ウエスティン都ホテル京都・瑞穂

の間で「出会いと語らい」をテーマに行われ、

会場のあちこちで「出会いと語らいの花」が

咲き乱れ、大変な盛り上がりでした。 

大会参加者は、この際、京都見物もとのメ

ンも居たようで、恐らく９００名を超えていた

ことでしょう。 

来年の第２３回大会は、琵琶湖部主催で６

月１３～１４日、大津市民会館・琵琶湖ホテルで

行われるとのこと。 

とあれ、安行会長代理の役目を果たせて

ホッとしています。 


